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第3回 浄化槽技術講習会報告/くまもと環境フェア2013

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／
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登録浄化槽の有効期間の取り扱いについて

熊本方式に於けるBOD検査の周期について/第27回 全国浄化槽技術研究集会の開催について

おくやみ／入会／退会／編集後記

平成25年度 浄化槽設備士講習･浄化槽管理士講習･技術管理者講習のご案内

　日頃より当協会運営等につきましてご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　また、平成25年5月29日に開催致しました「第4回 定時社員総会」におきまし

ては、会員の皆様のお陰を持ちまして、滞りなく無事に終了出来ましたことをこの

場をお借りして改めて御礼申し上げます。

　本年度も法定検査の受検率の更なる向上を柱に、「単独処理浄化槽から合併処理

浄化槽への転換助成事業」を始めとした様々な事業の実施や、浄化槽の設置促進や

維持管理の徹底等に向けた国･県等への要望につきましても、積極的に取り組んでいく所存でございます。

　なお、現在は平成25年度の事業計画の確実な実施に向け、役職員一丸となって取り組んでいるところ

でございますので、引き続き会員の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　当協会と致しましても、公益社団法人としての責務を全うし、今後の協会が健全な発展を遂げ、これま

で以上に地域の水環境の保全に寄与できるよう全力を傾注して参りたいと考えております。

　最後になりましたが、会員の皆様の益々のご繁栄と関係各位のご多幸を祈念申し上げ、ご挨拶とさせて

頂きます。

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25年5月29日（水）ホテル日航熊本におきまして、第4回 
定時社員総会が開催されました。
　総会は、冒頭の島田会長の挨拶のあと田中議長により滞りなく
進行され、各議案とも承認可決を頂きました。

議案 
第1号議案  平成24年度事業報告承認について 
第2号議案  平成24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

　平成25年2月12日（火）、熊本県庁内知事応接室に於きまして「平成24年度 熊本県環境整備等功労者知事表彰」の
授賞式が執り行われ、当協会の会員では次の方々が受賞されました。
　なお、平成25年5月29日（水）開催の「第4回 定時社員総会
式典」におきまして、受賞者の方々をご披露致しております。

志　柿　　　浩　　様　㈱ひゆがや（阿蘇支部）
八　田　　　勇　　様　㈱西邦設備（御船支部）
田　中　　憲　治　様　㈱田中設備（水俣支部）
田　岡　　洋　助　様　㈲田岡水道設備（人吉支部）

第4回 定時社員総会開催報告

来 賓

表 彰

熊本県副知事 村田　信一 様
熊本県議会議員　熊本県議会建設常任委員長 内野　幸喜 様
熊本県議会議員 馬場　成志 様
熊本市議会議員 古川　泰三 様
衆議院議員 野田　　毅 様 （代理）
衆議院議員 林田　　彪 様 （代理）
衆議院議員 金子　恭之 様 （代理）
衆議院議員 木原　　稔 様 （代理）
熊本県浄化槽普及促進協議会会長・上天草市建設部長 楠本　金生 様 （代理）
熊本県土木部道路都市局下水環境課長 軸丸　英顕 様
熊本県土木部道路都市局下水環境課審議員 井上　明益 様
熊本県環境生活部環境局環境保全課審議員 川越　吉廣 様
熊本市環境局次長 財津　和明 様
熊本県菊池保健所長 上野　達郎 様
熊本市環境局浄化対策課長 岩永　日吉 様
熊本市環境局浄化対策課長補佐 山内　　勇 様
玉東町町民福祉課長 北島　義文 様
南阿蘇村環境対策課長 高野　　誠 様
嘉島町建設課係長 石坂　英一 様
甲佐町環境衛生課長 一圓　秋男 様
熊本県管工事業組合連合会副会長 工藤　光明 様
(一社)熊本県建設産業団体連合会事務局長 古林　伸宏 様
(一社)熊本県建設業協会建築部会副会長 和久田数臣 様
熊本県環境整備事業(協)副理事長 川野　一人 様
(協)熊本県環境技術協議会理事長 武田　正已 様
熊本県環境保全協会会長 岡村　謙一 様
熊本県浄化槽管理事業(協)理事長 内野　靜子 様
熊本市浄化槽団体連絡協議会 代表幹事 阿部　　隆 様
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当協会は公益社団法人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
事業の推進を図ってきた。
11条検査においては法定検査の受検率の向上を図るため県、市町村及び関係業界と連携し、県支援員事業によ

る文書においての受検勧奨及び戸別訪問等を実施し、年度目標基数を達成した。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。
さらに、法定検査精度管理システムを運用し法定検査の信頼性の確保を図った。熊本県浄化槽台帳管理システ

ムの運用が開始され、浄化槽の設置・廃止等の最新の情報を的確に反映し適正管理に努めた。
法定検査関連業務として、製造、施工及び維持管理業者の技術力の向上を目的に浄化槽技術講習会を開催し

た。支部活動については6支部において法定検査の受検率の向上及び浄化槽の設置促進等の普及啓発活動を行っ
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台帳管理システムの活用事例等につ
いて意見交換を行った。
浄化槽の普及促進及び公共用水域の水質保全を目的に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

行った。また、法定検査及び当協会の認知度を高め受検率の向上を図るため「総合啓発計画」を策定した。啓発
活動の一環として「浄化槽フォーラム・熊本」を主催するとともに各種環境フェアにも積極的に参加した。
また、就業服務規則及び定年退職者再雇用規程等8規則・規程等を作成した。平成24年度における主な事業は

以下のとおりである。

平成24年度 法定検査実施基数（平成23年度対比）
（基）

７条検査 11条検査
平成23年度実績 平成24年度実績 平成23年度実績 平成24年度実績

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

平成24年度 事業報告

１　公益目的事業
　１）法定検査事業の推進
（１）法定検査の実施状況
（２）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県実施の支援員事業との連携
（３）法定検査信頼性確保業務
　　①法定検査精度管理システムの進行管理
　　②ＢＯＤ検査制度に関する調査研究
（４）前受金及び未収金対策
（５）不適正浄化槽対策
（６）無管理及び無清掃浄化槽対策
（７）浄化槽台帳管理システムの進行管理

　２）法定検査推進事業関連業務
（１）浄化槽の啓発活動マスタープランの策定
（２）浄化槽管理者等への普及啓発活動
　　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
　　⑤水環境保全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小中学校に対する環境教育
（３）浄化槽技術講習会
（４）水環境保全活動への支援

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）浄化槽放流水等計量証明事業
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
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平成24年度 正味財産増減計算書内訳表
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
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平成25年度 事業計画

　平成25年3月21日（木）開催の第8回 理事会におきまして、平成25年度 事業計画及び

収支予算の審議が行われ、各議案とも承認されました。

 審議頂いた項目及び平成25年度の事業計画等は次のとおりです。

　第1号議案　平成25年度事業計画案承認について

　第2号議案　平成25年度収支予算案承認について

　熊本県における平成23年度末の汚水処理人口普及率は81.0％（全国平均87.6%）に達してい

るが、人口5万人未満の中小市町村においては72.8％（平成23年度末熊本県汚水処理普及状況

データに基づき当協会まとめ）（全国平均73.9％）にとどまり、さらなる汚水処理施設整備の進捗が

期待されている。特に中小市町村及び人口分散地域における汚水処理施設には、個別分散型施設

である特長を有し・処理性能も優れ、また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ため、今後より一層の設置促進を図る必要がある。

　一方、熊本県は平成24年4月から熊本県浄化槽台帳管理システムによる浄化槽情報の一元管理

の運用を開始するとともに、「くまもと生活排水処理構想2011」のもと、市町村設置型浄化槽の整備

促進、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の適正な維持管理、法定検

査の受検率向上に努められている。

　このような背景の中、当浄化槽協会は台帳管理システムの的確な管理・運用に努めるとともに、平

成24年度に策定した「総合啓発計画」に基づく広報啓発活動の効果的推進、行政機関の指導協力

を頂き関係業界及び自治会等各種団体と連携した11条検査の受検勧奨対策事業等、更なる受検

率の向上を目指す。

　また、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換助成事業の継続、機能保証制度事業の推

進、不適正浄化槽調査事業及び浄化槽運用指針の見直し、さらに法定検査業務計画の中間見直し

及び災害協定の締結に向けた調査等を行う。あわせて職員の資質及び法定検査技術の向上に向

けた教育研修を徹底し組織全体のレベルアップを図るなど、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、公共用水域の水質保全のために以下の事業を実施する。

　なお、事業実施に際しては、ＰＤＣＡサイクルに基づく業務管理の徹底により事業の効率的・効果的

な遂行を図るほか、事務費等事業費の節減等に最大限努める。
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平成25年度 法定検査実施計画

１　公益目的事業
１）法定検査事業の推進
（１）7条及び11条検査の実施目標基数

①　7条検査　　　　2,800基
②　11条検査　　　80,000基

（２）法定検査業務計画の中間見直し等
（３）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）法定検査信頼性確保事業
①法定検査精度管理システムの進行管理
②ＢＯＤ検査制度に関する調査研究

（５）前受金対策業務
（６）未収金対策業務
（７）無管理及び無清掃浄化槽対策
（８）浄化槽台帳管理システムの進行管理事業
（９）浄化槽運用指針改定事業
２）法定検査推進事業関連業務
（１）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各種イベントへの参加及び協賛
⑤協会ホームページの運用及び充実
⑥学校機関に対する環境学習事業
⑦啓発資材の作成事業

（２）浄化槽技術講習会事業

（３）水環境保全活動への支援事業
（４）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）浄化槽管理士講習会事業
３）物品等販売事業
４）浄化槽放流水等計量証明事業
３　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　職員教育実施事業
５　国、県・市町村及び県議会等への要望
６　経費節減取組事業
７　災害協定に関する調査研究
８　不適正浄化槽調査研究事業
９　顕彰及び表彰事業

（基）

７条検査 １１条検査 合計

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
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平成25年度 収支予算書内訳表
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
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熊本県浄化槽台帳管理システムの稼動について

熊本県浄化槽支援員事業について

　平成21年度から平成23年度の3年間をかけて実施された浄化槽設置基数等の調査結果と、当協会に
おいて稼動している法定検査システムに登録されたデータを統合した、熊本県浄化槽台帳管理システ
ムが平成24年4月1日より稼動し、浄化槽の各種届出情報を当協会で適宜入力・更新し、浄化槽台帳
情報の適正管理に努めています。

１　当協会でのデータの更新件数等（平成24年度）
１）県保健所及び市町村が有する過年度の設置届等の各種届出情報　　約6,000件
２）県保健所及び市町村が当年度受け付けた各種届出情報　　　　　　約5,300件
①　設置届　　　　　　1,957件
②　事項変更届出　　　　121件
③　設置届取下書　 　　　 22件
④　使用開始報告書　　1,231件
⑤　廃止届出書　　　　1,127件
⑥　管理者変更報告書　　254件
⑦　その他の届出等　　　574件
合計　約11,300件を適宜入力・更新

　平成24年度に県が実施した浄化槽支援員事業につきましては、県と当協会で連携し文書による受検
勧奨、戸別訪問及び設置者講習会等に取り組みました。
　事業の詳細につきましては以下のとおりです。

１  事業の目的
　「公共用水域の水質保全の向上のため、浄化槽法に定められた浄化槽の保守点検、清掃及び定期的
な水質検査（法定検査）等の実施を含めた浄化槽の適正な維持管理を実現し、法定検査実施率の向上
を図る。」

２  事業内容
　保健所、市町村、当協会が連携し法定検査を受検していない浄化槽管理者に対し、文書発送、戸別
訪問等により受検を勧奨しました。また設置者講習会を実施し浄化槽の適正な維持管理の啓発を行い
ました。

３  平成24年度実施状況
①　事業実施保健所
　　有明・宇城・八代・天草
 
②　受検勧奨結果
　　文書及び戸別訪問による検査依頼基数 ：約2,000件
 
③　浄化槽設置者講習会
　　八代保健所管内で実施し、36名の受講者がありました。
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平成25年度 熊本県生活排水対策主管課長及び担当者会議への出席報告
　平成25年5月24日（金）熊本市青年会館で「平成25年度 熊本県生活排水対策主管課長及び担当者会議」
が開催されました。当協会からは野村検査部長が参加し、全体会議に引続き行われた第1分科会（浄化槽関係）
において「法定検査の受検率向上について」と題し、法定検査の現状と今年度の主要な取り組みである未受検
者に対する文書等による受検勧奨対策等について説明しました。
　また、浄化槽や水環境について理解を深めていただくため、自治会や婦人会、小学校等様々な集まりの場で
説明する機会をたくさん設けていただくようお願いいたしました。

※平成25年度　受検勧奨対策の事例（5月に発送した受検勧奨文書）



No34

11

　平成25年5月18日（土）・19日（日）の2日間、熊本市動植物園において熊本市主催の「くまもと環
境フェア2013」が開催され、約9,400人の来場がありました。
　当協会は県下水環境課等と協力し、啓発用チラシの配布、浄化槽のパネルや模型の展示及びパソコン
による浄化槽クイズ等の啓発活動、浄化槽・当協会についての認知度アンケート調査を行いました。

第3回 浄化槽技術講習会報告

平成25年2月4日（月）益城町のグランメッセ熊本におきまして、第3回 浄化槽技術講習会が開催さ
れました。
　今回は、研修会を全体研修と専門研修（製造・施工関係、維持管理関係）に分けた分科会方式によ
り開催しました。
　また、全体研修へは環境省及び熊本県（建築課・営繕課・下水環境課）、専門研修へは浄化槽メー
カー2社及び（一社）浄化槽システム協会より講師をお招きし、研修を行いました。
　当日は、行政担当者及び会員等、205名の参加がありました。

全体研修

【演題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 指導普及係長　山本浩之様

【演題２】浄化槽の設置等に係る建築基準法・浄化槽法上の手続き等について

【講　師】熊本県 土木部　営繕課・建築課・下水環境課

専門研修（分科会1）

【演　題】小型合併処理浄化槽の最新の施工方法について

【講　師】（一社）浄化槽システム協会　技術委員会副委員長　北井良人様

専門研修（分科会2）

【講　演】XC・FDR型浄化槽の維持管理について

【講　師】㈱ダイキアクシス　生産部生産開発課　主任　佐伯和男様

【演　題】FCE型浄化槽の維持管理について

【講　師】大栄産業㈱　商品開発室　主任　中西法文様

くまもと環境フェア2013 
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「第2回氷川ダムかき殻まつり」への参加報告

　平成25年6月9日（日）ふれあいセンター
いずみにおいて、次世代のためにがんばろ
会主催の「第2回 氷川ダムかき殻まつり」
が開催されました。参加した方々に浄化槽
を知ってもらうため、当協会は展示コー
ナーにおいて浄化槽のパネルや浄化槽模型
の展示、顕微鏡による微生物の観察及びパ
ソコンによる浄化槽クイズ等を行い、浄化
槽についての啓発を行いました。
　なお、次世代のためにがんばろ会は、当
協会の「平成25年度 水環境保全助成事業」
の助成を受け、環境出前授業や放課後子ど
も教室等で使用する教材（紙芝居）を作成
する予定です。

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

平成25年度 水環境保全助成事業の実施について

　当協会では浄化槽の設置促進及び公共用水域の水質保全を目的に、平成24年度から「単独処理
浄化槽から合併処理浄化槽への転換助成事業」を実施しており、平成25年度は4月1日から申請
書の受付を開始しております。
　この事業の助成額は、1件あたり50,000円で年間40件の助成を行うこととしており、助成金
の交付には、当協会会員（施工部会）が工事を行うことを要件の一つとしております。
　当該転換助成事業は、各市町村で実施されております補助金等の交付の有無に関わらず申請が
可能ですので、単独処理浄化槽からの転換を実施される際には是非この制度をご活用下さい。
　なお、申請書の受付は先着順（予定数を超えた場合は抽選）となりますので、お早めにお申し
込み下さい。
　詳しい内容等につきましては、当協会のホームページでご覧頂けます。

　水環境保全活動への支援事業として当協会で毎年実施しております「水環境保全助成事業」
につきましては、今年度は以下の2団体へ助成を行うことを決定いたしました。

助成対象団体 対象事業

次世代のためにがんばろ会 環境出前授業で使用する教材（紙芝居）作成

水と緑ワーキンググループ
江津湖の保全についての学習会（住民の養成）、江津湖で
の野点カフェ開催
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登録浄化槽の有効期間の取り扱いについて
　環境省で定める浄化槽整備事業における国庫補助指針に適合すると判定された浄化槽の登録更新に伴う登録
有効期限について、登録更新前の浄化槽の登録有効期間経過後の取り扱いについては、従来、登録有効期間満
了の日の翌日から起算して60日以内を補助申請の猶予期間として認められていましたが、この度、下記のとお
り変更になりました。
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熊本方式に於けるＢＯＤ検査の周期について

第27回 全国浄化槽技術研究集会の開催について

１　検査方法
50人槽以下の浄化槽について、以下の検査を5年周期で組み合わせて行います。

※51人槽以上の浄化槽については、環境省が示した基本方式により毎年1回外観検査、書類検査及びBODを含む水質検査を行います。

２　ＢＯＤ地区周期表

地　　　　　　　　　　　区 周　　　　　　　期
25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

熊本

旧熊本市 水質年 水質年 水質年 外観年 水質年
旧天明町、旧富合・城南町 水質年 水質年 水質年 水質年 外観年
旧飽田町、旧植木町 外観年 水質年 水質年 水質年 水質年
旧河内町 水質年 外観年 水質年 水質年 水質年
旧北部町 水質年 水質年 外観年 水質年 水質年

有明
荒尾市、玉名市（旧玉名市） 水質年 外観年 水質年 水質年 水質年
玉名市（旧岱明・天水・横島町）、玉東町、南関町、長洲町、和水町 水質年 水質年 外観年 水質年 水質年

山鹿
山鹿市 (旧山鹿市、旧鹿本・鹿北・菊鹿町） 水質年 水質年 水質年 水質年 外観年
山鹿市（旧鹿央町） 外観年 水質年 水質年 水質年 水質年

菊池 菊池市、合志市、大津町、菊陽町 水質年 水質年 水質年 外観年 水質年

阿蘇 阿蘇市、南小国町、小国町、高森町、産山村、西原村、南阿蘇村 水質年 水質年 水質年 外観年 水質年

御船
御船町、甲佐町、山都町（旧矢部町・清和村） 水質年 外観年 水質年 水質年 水質年
山都町（旧蘇陽町） 水質年 水質年 水質年 外観年 水質年
嘉島町、益城町 水質年 水質年 外観年 水質年 水質年

宇城
宇城市（旧松橋・小川・豊野町）、美里町 水質年 水質年 水質年 水質年 外観年
宇土市、宇城市（旧三角・不知火町） 外観年 水質年 水質年 水質年 水質年

八代

八代市　第 3･8 中学校区 水質年 水質年 水質年 外観年 水質年

　　　　第 5･6・日奈久・二見中学校区 水質年 水質年 水質年 水質年 外観年
　　　　第 1・7中学校区 外観年 水質年 水質年 水質年 水質年
　　　　第 2･4 中学校区 水質年 外観年 水質年 水質年 水質年
八代市（旧鏡・千丁町、旧坂本・東陽・泉村）、氷川町 水質年 水質年 外観年 水質年 水質年

水俣
水俣市 水質年 水質年 水質年 外観年 水質年
芦北町、津奈木町 水質年 水質年 水質年 水質年 外観年

人吉
人吉市 水質年 外観年 水質年 水質年 水質年
錦町、多良木町、湯前町、あさぎり町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村 外観年 水質年 水質年 水質年 水質年

天草

天草市（旧本渡市） 水質年 水質年 水質年 外観年 水質年
天草市（旧天草・河浦町）、苓北町 水質年 水質年 水質年 水質年 外観年
上天草市（旧姫戸・龍ヶ岳町）、天草市（旧五和・新和町） 外観年 水質年 水質年 水質年 水質年
上天草市（旧大矢野町）、天草市（旧有明・倉岳・栖本・御所浦町） 水質年 外観年 水質年 水質年 水質年
上天草市（旧松島町）、天草市（旧牛深市） 水質年 水質年 外観年 水質年 水質年

（検査は毎年実施しますが、外観年では５０人槽以下の浄化槽についてＢＯＤ検査を省略します。）

外　観　年 水　質　年

検査周期 5年に 1回実施 5年に 4回実施

検査項目

1．外観検査（全 75項目） 1．外観検査（重要 15項目）

2．BODを含まない水質検査 2．BODを含む水質検査

3．書類検査 3．書類検査

　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・学識経験者・浄化槽行政担当者・浄化槽関係業界・住民が集い、一堂に会して浄化槽に関
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交換し、意見交換することは、生活環境の保全と公衆
衛生の向上に大きく寄与する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、研究等についての発表
をしていただき、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を贈呈することとしています。
　今年度は宮崎県で以下のとおり開催される予定です。

開催期間　平成25年10月9日（水）～10日（木）2日間
9日（水）：全国浄化槽技術研究集会
9日（水）：研究発表会
10日（木）：浄化槽検査員研究会
10日（木）：第35回浄化槽行政担当者研究会（併催）

開催場所　　「宮崎観光ホテル」宮崎市松山1-1-1
主　　催　　公益財団法人 日本環境整備教育センター
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入　　会
平成25年5月13日付　　（株）高原設備工業（山鹿支部）

退　　会
平成25年2月26日付　　竹本電気（天草支部）
平成25年2月26日付　　松島設備工業（八代支部）
平成25年2月26日付　　（有）高森電気設備（阿蘇支部）
平成25年3月  6日付　　（有）九州デューク（熊本支部）
平成25年5月13日付　　（有）岩﨑建設（八代支部）
平成25年5月13日付　　（株）金剛設備工業（八代支部）

　5月29日に開催されました「第4回 定時社員総会」
では、皆様のご協力により滞りなく閉会することが
できました。お忙しい中ご出席いただきました皆様
にこの場をお借りいたしまして御礼申し上げます。
　今年度も役職員一丸となり邁進する所存ですの
で、今後ともご指導賜りますよう、よろしくお願い
申し上げます。
　今号は定時社員総会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。

総務常任委員会

　去る平成25年3月5日に当協会会員の（株）セイブクリーン
代表取締役 坂 井 清 一 様が逝去されました。謹んでお悔やみ
申し上げますとともに心よりご冥福をお祈りいたします。
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■浄化槽設備士講習
会　場 講習期間 受付期間 受付機関

東京
平成25年6月10日（月）～6月14日（金） 平成25年4月30日(火)～5月13日(月) 公益財団法人日本環境整備教育センター

〒130-0024　墨田区菊川2-23-3
℡03-3635-4880平成25年12月16日（月）～12月20日（金） 平成25年11月5日(火)～11月18日(月)

愛知 平成25年9月9日(月)～9月13日(金) 平成25年7月29日(月)～8月9日(金)
一般社団法人　愛知県浄化槽協会
〒453-0017　名古屋市中村区則武本通1-31
℡052-481-7200

大阪 平成25年6月17日(月)～6月21日(金) 平成25年5月7日(火)～5月17日(金)
一般社団法人　大阪府環境水質指導協会
〒591-8032　堺市北区百舌鳥梅町１丁24-3
℡072-256-1056

香川 平成26年1月20日(月)～1月24日(金) 平成25年12月6日(金)～12月16日(月)
公益社団法人　香川県浄化槽協会
〒761-8012　高松市香西本町1-106
℡087-881-6600

福岡 平成25年11月25日(月)～11月29日(金) 平成25年10月15日(火)～10月25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

★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）
★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。

■浄化槽管理士講習
会　場 講習期間 受付期間 受付機関

北海道 平成26年1月20日(月)～2月1日(土) 平成25年12月2日(月)～12月13日(金)
公益社団法人　北海道浄化槽協会
〒062-0935　札幌市豊平区平岸五条7-7-10
℡011-823-4755

宮城 平成25年7月1日(月)～7月13日(土) 平成25年5月22日(水)～5月29日(水)
公益社団法人　宮城県生活環境事業協会
〒983-0035　仙台市宮城野区日の出町2-5-15
℡022-783-8070

東京

平成25年5月20日(月)～6月1日(土) 平成25年4月19日(金)～4月26日(金)

公益財団法人　日本環境整備教育センター
〒130-0024　墨田区菊川2-23-3
℡03-3635-4880

平成25年7月8日(月)～7月20日(土) 平成25年6月3日(月)～6月10日(月)

平成25年9月2日(月)～9月14日(土) 平成25年7月26日(金)～8月2日(金)

平成25年11月25日(月）～12月7日(土) 平成25年10月18日(金)～10月25日(金)

平成26年3月10日(月)～3月22日(土) 平成26年2月3日(月)～2月10日(月)

平成26年1月27日(月)～2月8日(土) 平成25年12月16日(月)～12月24日(火)
一般社団法人　東京都水環境システム協会
〒191-0011　日野市日野本町4-5-5エイチエスビル3Ｆ
℡042-589-8781

新潟 平成25年9月9日(月)～9月21日(土) 平成25年7月22日(月)～8月5日(月)
一般社団法人　新潟県浄化槽整備協会
〒950-0965　新潟市中央区新光町15-2新潟県公社総合ビル4F
℡025-283-2048

愛知 平成25年11月11日(月)～11月23日(土) 平成25年10月4日(金)～10月11日(金)
一般社団法人　愛知県浄化槽協会
〒453-0017　名古屋市中村区則武本通1-31
℡052-481-7200

大阪
平成25年7月22日(月)～8月3日(土) 平成25年6月14日(金)～6月21日(金) 一般社団法人　大阪府環境水質指導協会

〒591-8032　堺市北区百舌鳥梅町１丁24-3
℡072-256-1056平成25年11月18日(月)～11月30日(土) 平成25年10月11日(金)～10月18日(金)

福岡
平成25年9月24日(火)～10月6日(日) 平成25年8月16日(金）～8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平成26年2月17日(月)～3月1日(土) 平成26年1月9日(木)～1月17日(金)

熊本 平成25年8月26日(月)～9月7日(土) 平成25年7月12日(金)～7月26日(金)
公益社団法人　熊本県浄化槽協会
〒861-3107　上益城郡嘉島町上仲間227-86
℡096-284-3355

★受講資格・・・学歴、実務経験等なし。　　　★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）
★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。

■浄化槽技術管理者講習会
会　場 講習期間 受付期間 受付機関

宮城 平成25年12月11日(水)～12月13日(金) 平成25年10月30日(水)～11月7日(木)
公益社団法人　宮城県生活環境事業協会
〒983-0035　仙台市宮城野区日の出町2-5-15
℡022-783-8070

東京

平成25年6月25日(火)～6月27日(木) 平成25年5月17日(金)～5月24日(金)
公益財団法人　日本環境整備教育センター
〒130-0024　墨田区菊川2-23-3
℡03-3635-4880

平成25年8月28日(水)～8月30日(金) 平成25年7月22日(月)～7月29日(月)

平成26年3月4日(火)～3月6日(木) 平成26年1月27日(月)～2月3日(月)

平成25年11月6日(水)～11月8日(金) 平成25年9月27日(金)～10月4日(金)
一般社団法人　東京都水環境システム協会
〒191-0011　日野市日野本町4-5-5エイチエスビル3Ｆ
℡042-589-8781

愛知 平成25年8月6日(火)～8月8日(木) 平成25年6月28日(金)～7月5日(金)
一般社団法人　愛知県浄化槽協会
〒453-0017　名古屋市中村区則武本通1-31
℡052-481-7200

大阪 平成25年9月18日(水）～9月20日(金) 平成25年8月5日(月)～8月12日(月)
一般社団法人　大阪府環境水質指導協会
〒591-8032　堺市北区百舌鳥梅町１丁24-3
℡072-256-1056

福岡 平成26年1月29日(水)～1月31日(金) 平成25年12月16日(月)～12月24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

★受講資格・・・浄化槽管理士であること。　　　　　　　　　　　 ★受講料・・・49,000円
★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。

平成25年度 浄化槽設備士講習・浄化槽管理士講習・技術管理者講習のご案内
※受講に関するお問合せ先：公益財団法人　日本環境整備教育センター　
　　　　　　　　　　　　　〒130-0024　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

■浄化槽管理士試験
1、試験期日　平成25年10月27日（日）
2、試 験 地　宮城県、東京都、愛知県、大阪府、福岡県

3、受験資格　学歴、経験等一切なし
4、受験申請書受付機関　平成25年7月1日（月）～8月5日（月）消印有効

5、受験申請書提出先　公益財団法人　日本環境整備教育センター 

※受験に関するお問合せ先・・・公益財団法人日本環境整備教育センター　　国家試験係　　℡03-3635-4881（代表）

☞
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平成25年6月28日
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）
TEL （096）284-3355　FAX（096）284-3388
http://johkasou.jp/　フリーダイヤル 0120-159-280 


