
議案６　各種表彰者の推薦について

　理事会は全浄連会長表彰者を４名及び会長表彰者７

名を決定した。

議案７　２４年度定期社員総会の開催日等については、

原岡専務理事から、総会、理事会、監査等の日程案に

つき、理事会に提案した結果、次のとおり決定した。

　○業務及び会計監査　　平成２４年４月２５日㈬

　○理事会　　　　　　　平成２４年５月１１日㈮

　○定期社員総会　　　　平成２４年５月２５日㈮

　すべての審議が終了したため、原岡専務理事、川人

常任理事が一括契約の進捗状況及び県浄化槽取扱要領

の改正等についての概要を説明し理事会を閉会した。

第���号

⑴平成２４年５月１５日　　

　県環境技術センターは、３月２３日㈮午後２時から

第３回定期理事会を開催した。

　会長が、「震災を受けた３県で震度６以上の被害を

受けた浄化槽を調査した結果、全損は３.８％と、東日本

大地震で、地震に対する浄化槽の強さが改めて証明さ

れた。この結果をもとに、単独から合併へ転換を推進

する。

　また、今般、徳島県でも、標準契約書による維持管

理システムがスタートする。４月１日から実施します

のでよろしくお願いしたい。」と挨拶したあと、議長と

なり議事を進めた。

議案１　平成２４年度事業計画（案）については、川

人常任理事から資料に基づき説明、議長が理事会に

諮り満場一致で承認された。

議案２　平成２４年度収支予算案については、原岡専

務理事が資料に基づき説明した。議長が理事会に

諮った結果、満場異議なく承認可決した。

議案３　役員の選任方法については、審議の結果、旧

支部地区ごとに選出（但し会員数１０人以上を基準と

する）することとした。また、設置届出書について

の協力金の関係から、理事会は、メーカー会員の中

から理事を選出することで承認した。よって新理事

の推薦者名簿は、４月に入って、旧支部管内毎に役

員選考会を開催し、選出することとした。

議案４　入会者の承認及び退会者の報告について

　原岡専務理事から、入会希望者５社及び退会届１社

の報告をした。理事会は、入会者の承認及び退会者

について了承した。

　○入会者

（施工）豊栄設備工業㈱　　　代表者　田村　茂人氏

（管理）アイテック　　　　　代表者　神谷　雅樹氏

（施工）㈲エスピック工業　　代表者　中川　幸彦氏

（　〃　）西部興業㈲　　　　　代表者　谷　　富夫氏

（　〃　）㈱共誠　　　　　　　代表者　白鳥　文秀氏

　○退会者

　　四国玉屋設備㈱　　　代表者　峠　　敏弘氏

議案５　規程の一部変更について

　原岡専務理事から給与規程の一部変更案が提案され

た。議長が理事会に諮った結果、原案通り承認された。
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　２月２０日、松原会長をはじめとする県環境技術セ

ンター執行部は、美馬浄化槽管理士会会長（徳島市議）

と共に、原秀樹徳島市長を訪ねた。席上、執行部から

は昨年締結した災害復旧支援協定を有効的に活用する

ため、市関係者と合同で実地訓練を実施することを要

望。また、徳島市における浄化槽の現状を報告すると

ともに、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換

を積極的に進め、適正な維持管理率を引き上げるため

には、市町村設置型が最も有効として導入を求めた。

　原市長は、昨年の東日本大震災の教訓から、実際に

動けるよう支援体制を整えるためには、実地訓練は必

要と認識しており、担当課に伝え前向きに検討すると

約束。また、市町村型については、浄化槽が財政的に

も優れているところは十分に承知しているが、徳島市

も取り組まなければならない懸案事項が山積しており、

導入するためにはクリアする課題も多いと回答、早急

な導入は困難との見方を示したが、浄化槽の普及自体

は積極的に取り組むとの姿勢を示した。



　　平成２４年５月１５日 み ど り 第３８５号⑵

　県ゴミゼロ推進室は、３月９日㈮午後２時３０分か

ら、浄化槽関係事業者を対象に、県庁に隣接する徳島

グランヴィリオホテルで、浄化槽事務取扱要領と設置

及び維持管理要領の改正につき、説明会を開催した。

　最初に、ゴミゼロ推進室の川端室長が開会の挨拶を

行った後、今回の改正の目的や導入による効果等、概

要の説明を行った。

　この中で、室長は、「今般、法定検査の受検指導で設

置者宅を訪れた際、保守点検業者が『法定検査は受け

なくても良い』と法律違反を助長する発言をしている

ことが判明した。このような事業者には、法律に乗っ

取り断固とした措置を取る」と報告、事業者に協力を

求めた。

　続いて、県の脇田係長が、今回の改正点について説

明、大きく変わったのは①従来、清掃時期の判断を保

守点検業者が行うとしていたものを、年１回以上清掃

する場合、保守点検業者と清掃業者が緊密に連携しな

がら、適切な時期に行うとしたこと②浄化槽設置届の

際に、「維持管理標準契約書」による４者契約を義務付

けたことの２点。

　県環境技術センターの川人次長からは、徳島県にお

ける維持管理の現状と課題、契約方法等について説明、

最後に、センターの北野係長が、設置届出事務の変更

点や標準契約の実務について解説した。

　その後、質疑応答に移り、出席者からは、清掃の契

約方法やその有効性、契約違反者に対する指導等に関

する質問、逆に１年１回以上の清掃実施を疑問視する

意見が寄せられ、川端室長が質問者に対して一つ一つ

丁寧に回答した。

　今回の要領改正は、本年４月１日付けであり、開始

までに日程の余裕がないことから、４〜５月中は、標

準契約書に代えて後日の提出を誓約する書面でも受け

付けをすると共に、センターが改めて会員企業や各事

業者を個別訪問し、説明する予定であることを報告し

た。

　３月１９日㈪県ゴミゼロ推進室は、総合県民局の浄

化槽担当者と検査機関の検査責任者を県庁に集め、今

年度３回目となる浄化槽法定検査検討会を開催した。

今回は、前回から結論が持ち越されていた管理者本人

による保守点検の取り扱いと指導方法について再度協

議した。結果、検査機関として、保守点検事業者と同

等の測定機器等を揃えていない場合、また適正な保守

点検記録票が作成されていない場合等は、不適正と判

定し、専門業者への委託を指導・助言することを確認

した。

　また、４月から導入を予定している「維持管理標準

契約書」について、川端室長が導入の経緯を説明、出

席者に理解と協力を求めた。担当者からは、導入後に

起こるであろう事例について、質問があったが、全員

が、維持管理の適正化のためには必要な措置であると

の認識で一致、前向きに取り組むことを約束した。

　３月２２日㈭午前１０時から、神山町での浄化槽維持

管理一括契約推進のための協議会が、県環境技術セン

ター事務所で開催された。設立後、初の協議となる今

回は、主に協議会での維持管理料金や啓発の方法など

を協議した。町民の負担軽減を図ると共に、より分か

りやすく加入しやすい制度にするための方策等、会員

事業者・検査機関・行政担当者が熱心に意見交換を行っ

た。次回の開催は４月の予定。
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第３８５号 み ど り 平成２４年５月１５日　　

　平成２４年３

月３日㈯阿南市

民会館で平成

２３年度阿南市

活竹祭が開催さ

れた。

　この事業は、

阿南市の産業の

発展と振興を図

り、「竹のよう

にまっすぐ伸び

る」まちづくり

を目的に平成２

年度より開催し

ており、今年で

２０回目となる

　当日は好天に恵まれたこと、阿南市の特産品を使っ

た阿南丼の試食コーナーが設けられたことなどから、

大勢の市民が参加した。

　浄化槽コーナーには、松原会長や大坂理事、阿南地

区の会員さん、南部総合県民局及び阿南市役所の担当

者の方など約３０名余が参加し、適正な浄化槽の維持

管理や検査の受検について啓発した。

　今年度も、パンフレットの配布とアンケートを中心

に、啓発し、アンケートにご協力頂いた方には、王子

製紙から提供のあった、ボックスティッシュを配った。

　また、子供連れの方には、綿菓子と風船をプレゼン

ト。綿菓子は親子連れに大変好評で、ブースの前には

アンケートを待つ人の波が絶えず、担当者は対応に追

われ、うれしい悲鳴を上げていた。

　結果、３５０名の方にアンケートにご協力いただき、浄

化槽の役割や維持管理について周知することが出来た。

⑶

　環境広報委員会が、２月１６日㈭センター４階会議

室で開催された。

　委員７名が参加、美馬委員長の挨拶のあと、議事に

入った。

　まず、事務局から平成２３年度に実施した啓発活動

の各事業毎の経費や参加者、その成果について報告した。

　その後、引き続いて、平成２４年度の活動計画につい

て、今年度の成果に基づき事務局案を提案した。

　２４年度も引き続いて実施する事業としては、６月の

環境月間の啓発パレードや浄化槽の日のポスターコン

クールを提案し、実施することとした。

　また、水すまし隊による子どもたちへの啓発や小中

　㈳全国浄化槽団体連合会の事務局長会議が２月２１

日〜２２日の２日間、東京都新宿区市ヶ谷のグランド

ヒル市ヶ谷で開催された。環境省・国土交通省や全国

の会員団体の事務局長など約７９名が出席した。

　１日目は、環境省廃棄物対策課の松田浄化槽企画官

から「浄化槽行政の動向」について、続いて水・大気

環境局水環境課からは「水環境保全・生活排水対策へ

の取り組み」国土交通省建設産業局建設業課は「浄化

槽工事と技術者」をテーマに行政課題について説明した。

　㈶日本環境整備教育センターからは、平成２４年度

の各種講習会及び全国技術研究集会の開催予定につい

て説明があった。

　２日目は、全浄連の震災対策特別委員会で作成され

ている「大規模災害緊急対応マニュアル（案）」の概要

が説明されたあと、早い時期に公益社団法人へ移行し

た、（公社）宮城県生活環境事業協会及び（公社）熊本

県浄化槽協会から、公益法人移行後の状況について説

明があった。

学校への環境学習の開催については、教育委員会など

に働きかけ積極的に取り組むことを決定した。

＜Ｈ２３年度に実施した主な事業＞

　・勝浦町山林植樹事業（６月）

　・環境月間啓発パレード（６月）

　・環境学習講座（８月）

　・浄化槽の日のポスターコンクール（１０月）

　・浄化槽月間街頭啓発活動（１０月）

　・徳島ビジネスチャレンジメッセ２０１１（１０月）

　・あすたむらんど・サイエンスフェアー（１１月）

　・徳島動物園でのクリスマス啓発活動（１２月）

　・その他水すまし隊によるこども達を対象にした啓

発活動
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　　平成２４年５月１５日 み ど り 第３８５号⑷

　全浄連四国支部は、２月２２日午後１時より、事務局

長及び担当者会議を開催した。

　まず、インターリスク総研の佐藤崇氏より、「社団法

人における役員賠償責任リスクの概要と対策」につい

て約１時間講義を受けた。

　続いて、公益法人移行後の具体的な組織運営や会計

処理などの注意点や疑問点をテーマに、講師として出

席いただいた、公益社団法人宮城県生活環境事業協会

の柴田総務部長から、予め四国支部会員団体から提出

されていた質問事項につき、注意点や運営のポイント

などについて説明を受けた。その後は、出席者から日

頃疑問に思っていることや運営方法などについて情報

交換し、４時に散会した。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本のののののののののののののののののののの各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地でででででででででででででででででででで〜日本の各地で
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　金環日食は月と太陽が重なり、月の周りに太陽がリ

ングのように輝く現象をいいます。　

　日本では今年２０１２年５月２１日に２５年ぶりに観測で

きるようです (=・̂̂=)　

　徳島県は、日食帯の内側に入り、好条件なリング状

の金環現象が観測できるということですから楽しみで

す !( ^ ^ )!

　予報では、徳島で日食が始まるのが６時１６分０９秒。

ゆっくりと太陽は月に隠れ、１時間以上かかって７時

２６分３６秒ごろ金環日食を迎えます。

　金環最大観測は７時２８分１２秒で、終わりが７時２９

分４８秒。

　そして再びゆっくりともとにもどり、日食終了は８

時５１分５３秒ということです。

　

　さて、金環日食とよく似たものに、皆既日食があり

ますが、実は両者とも地球→月→太陽が一直線上に重

なる現象です。

　違いは、太陽の周りを回る地球の軌道が円に対して、

地球の周りを回る月の軌道は楕円形をしていることか

ら、地球からみた月の大きさが一定でないことです。

　つまり地球と月の位置が近い場合、月が太陽より大

きく見え、完全に太陽が隠れてしまいます。この時「皆

既日食」となります。

　離れている場合、月は太陽より小さく見えるので月

の背後に太陽の光がリング状に輝く「金環日食」にな

るのです。

　今回は、月が地球から遠いときに日食になるパター

ンなのですね。

　皆さん、少し早起きして天体ショーを観察してみま

せんか？

　但し、太陽からは可視光のほかに紫外線や赤外線が

放射されていますので、それらをカットする専用のサ

ングラスを使用してくださいね。　 by koizumi

水 質 計 量 便 り

事務局だより
 法定検査のお知らせ 

　次の日程で法定検査を実施します。

○11条検査（移行検査）
日　程：平成24年５月17日〜６月２日
地　区：藍住町・北島町・石井町・上板町・
　　　　神山町・佐那河内村

○11条検査（督促検査）
日　程：平成24年５月７日〜５月18日
地　区：三好市・東みよし町・つるぎ町

○11条検査（督促検査）
日　程：平成24年５月21日〜６月１日
地　区：徳島市南部地区・勝浦町・上勝町

○７条検査
日　程：平成24年５月７日〜５月18日　
地　区：阿波市・吉野川市・美馬市・三好市・
　　　　つるぎ町・東みよし町

○７条検査
日　程：平成24年５月21日〜６月１日
地　区：阿南市・美波町・牟岐町・海陽町

○那賀町らくらくあんしん契約検査
日　程：平成24年５月７日〜５月18日
地　区：那賀町全域


