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　県環境技術センターは、3月 1日、前回の理事会で承
認を受けた平成29年度の事務局の人事異動を発表した。
　まず、入職以来、当団体一筋に42年間の長きに亘り
業務に精励し、その類い希なる発想力とリーダーシッ
プで、検査機関の指定、並びに公益法人の認定等、こ
れまで法人運営に大きな役割を果たしてきた原岡艶甲
氏が本年度末で定年を迎えることから、事務局長を退
任し、今後は参事（再雇用）として事務局を支えるこ
ととなった。後任の事務局長には、現事務局次長の川
人誠司氏が 4月 1日付けで昇格、併せて専務理事に就
任することになった。
　なお、川人事務局次長の後任には、これまで、事務
の要として総務課をまとめてきた、杢保恭章総務課長
を当てることとなった。
　また、検査部では、各種事業の推進で実績を上げて
いる宮内浩二課長が検査部副部長に、公共・企業グ
ループ関係の検査数底上げで実績を残した黒川裕文係
長が課長補佐にそれぞれ昇進した。
　総務部では、これまで設置届出の受付業務から標準
契約、講習会等、事務全般を手がけ、会員の信頼が厚

い北野政子課長補佐が総務課長に昇進、さらに正確且
つ迅速な事務処理に定評があり、プライバシーマーク
の取得・運用でも実績を上げている山下桂一郎係長が、
課長補佐に昇進することとなった。
　また、今回環境省からの要請で、検査部検査第一課
の多田宏樹主任（ 4月 1日付で係長に昇進）が、検査
機関としては全国で初めて環境省廃棄物対策課浄化槽
対策室への出向が決定、検査員としての知識・経験を
活かし、 4月 1日から 2年間、同室の環境専門調査員
として、浄化槽に関する各種調査・企画等の業務を担
当することになった。
　　専務理事兼事務局長　　川人　誠司（事務局次長）
　　事 務 局 次 長　　杢保　恭章（総務課長）
　　検 査 部 副 部 長　　宮内　浩二（検査課長）
　　総 務 課 長　　北野　政子（総務部課長補佐）
　　総 務 部 課 長 補 佐　　山下桂一郎（総務部係長）
　　参　　　　　　　事　　原岡　艶甲（専務理事兼事務局長）
　その他、事務局の異動（昇進）は次のとおり
　《総務部》
　　総務課業務担当主任　　森本　和美
　《検査部》
　　検 査 第 二 課 係 長　　高岸　俊文
　　検 査 第 一 課 主 任　　真田　俊吾
　　　 〃 　　　中西　泰彦
　　計量課水質計量係主任　　笹川　誠史

氏（保健福祉部副部長）、南部総合県民局長には森　裕
二氏（東部保健福祉局長）、西部総合県民局長には山
本俊也氏（県立総合大学校本部長）が就任した。
　その他センター関係の主な人事は次のとおり

　徳島県は、 4月 1日付けで、平成29年度の職員定期
人事異動を発令した。
　 7月に消費者庁が県庁に「消費者行政未来創造オ
フィス（仮称）」を開設することを受け、3年後に消費
者庁の全面移転に繋がるよう、新たに「消費者くらし
安全局」や「消費者くらし政策課」を設け、支援する
体勢づくりを中心に組織を改編した。
　消費者くらし安全局長と消費者くらし政策課長には
女性を登用、係長以上の女性職員は368人（前年度対
比プラス13人）で、全職員に占める割合は9.6％（〃プ
ラス0.6％）となった。なお、課長補佐級以上で異動す
るのは611人で前年度と同じ規模になった。
　センター関連の異動では、県土整備部長に瀬尾守氏
（東部県土整備局長）、東部保健福祉局長には大西英治
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□　県土整備部長
　　水・環境課長
　　　　　　副課長
　　住宅課建築指導室長

瀬　尾　　　守
片　岡　功　一
森　　　文　孝
藤　本　泰　之

□　東部保健福祉局長
　（徳島保健所）副局長
　　　　　　　　課長
　（吉野川保健所）副局長
　　　　　　　　　課長

大　西　英　治
大木元　　　繁
岩　佐　博　司
大木元　　　繁
吉　田　秀　幸

□　南部総合県民局長
　　保健福祉環境部長
　　　　　　　　次長
　　環境担当　　課長補佐

森　　　裕　二
竹　岡　幸　子
天　野　啓　造
小　川　明日子

□　西部総合県民局長
　　保健福祉環境部長
　　　　　　　　副部長
　　　　　　　　課長

山　本　俊　也
新　居　美佐子
十　川　正　樹
尾　﨑　宏　美

（敬称略）

※緑字は新しく就任した方
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　県環境技術センターは、 1月23日午後 3時から理事
12名、監事 2名の役員全員が出席し、第35回理事会を
開催した。
　最初に司会者の原岡専務理事が、役員が全員出席し、
定款の定足数を満たしているため、開会する旨を報告。
続いて、大坂会長が、「次年度の事業については、皆さ
んから新たな提案や見直し案を積極的に出して頂き、
皆さんの総意のもとで事業計画を作り上げたい。」と挨
拶したあと、議長となり議事を進行した。
〈決議事項〉
（第 1号議案）前回からの継続審議事項について
①顧問について
　顧問を増員すべき、若手の議員にお願いしては等の
意見が出たが、最終的にセンターのために積極的に動
いてくれる方が具体的に現れたときに、再度検討する
こととなった。
②奨励手当について
　直接業務に必要な資格以外は不要では、逆にどのよ
うな資格でも職員のスキルアップには繋がるなどの意
見が出されたが、結果として設備士や管工事施工管理
技士などを増やし、ボイラー技師は該当職員の了解を
得た上で削除することとなった。
（第 2号議案）平成29年度の事業計画案について
　川人常任理事が、29年度も前年度からの事業をメイ
ンに引き続き実施したいが、定款の 4条・ 5条に示さ
れている範囲内で新たな事業提案があれば、追加させ
て頂きたいと説明、理事からは資格者育成のための講
習会開催や次代の業界を担う若手の育成、受検数確保
のために会員企業と連携する推進策などの意見が出さ
れ、事業計画案に盛り込むこととなった。また、駐車
場の賃借料400万円については、次回の理事会に於いて
詳細資料を提出の上、再検討することとなった。
〈業務執行状況報告〉
①就業規則の変更に付き、労働基準監督署に提出した
旨を報告した。
②県の立ち入り検査の結果、総会における議決権行使
を委任状以外も可とすることや税理士報酬は管理費
から支払うことなどの指摘を受け、改善が必要なこ
とを報告した。
　最後に、執行理事の業務について報告を行い、午後
4時30分に閉会した。

　平成29年 2 月21日㈫午後 1時30分から徳島市役所に
おいて徳島市環境講座「月に一度のエコアカデミー」
が開催され、 6名が参加した。
　これは、徳島市で日常生活の中で環境保全の取り組
みを実践し、保全活動を広めていく市民の活動を支援
する「徳島市環境リーダー事業」の中で、その活動を
推進する市民の育成を目的とした講座であり、規定数
を受講した場合には「徳島市環境リーダー」として登
録することができる。
　昨年の11月より全 4回開催され、うち 3回は川の水
質調査やエコクッキング、クリーンエネルギー施設の
見学を行ったが、今回の前半は水環境保全の専門機関
として環境技術センターの西岡課長が「私たちの生活
と水環境」と題した講演を行った。
　講演内容としては、きれいな水と汚れた水の違いや
その原因、公共用水域の汚濁の根本について解説し、そ
の対策として下水道整備や合併処理浄化槽の普及が必
要であること、浄化槽の場合は特に法律で定められた
維持管理の実施が重要であることを説明した。
　また、実際の生活で何気なく流している身近な物の
「汚れ」度合を視覚的に認識してもらう目的で、コーラ
やお酒等を使ったCODパックテスト実験や、小学校の
環境学習で好評を博したアサリの浄化実験といった体
験型学習も織り交ぜた。
　参加者の方の反応も、「生活するだけで、水を汚し
ていることを実感できた。」「飲んでいる物が、こんな
にも水を汚していたのかと驚いた。」「アサリの実験を
見て、改めて自然に感謝！」など大変好評であった。
　その後、あおぞら財団事務局長の藤江徹氏を講師と
してワークショップを行い、参加者がグループに分か
れてセンター職員も参加し、自分でできることや行政
にしてもらいたいこと等を含めた環境保全活動につい
て様々な知恵や企画を出し合い、発表を行った。発表
の中には、『自動車を使わない・糖尿病撲滅を目的と
して徒歩や自転車を利用し、一定距離を移動すると銭
湯入浴無料券がもらえる』といった企画が飛び出し、大
いに盛り上がった。
　最後に市環境保全課の蔵本課長の挨拶の後、担当者
から環境リーダーの登録手続き等について説明を行い、
閉講した。
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　（一社）全国浄化槽団体連合会は、 2月27日・28日の
2日間、東京のホテルグランドヒル市ヶ谷で、会員団
体の事務局長ら60名余りを集め、平成28年度の事務局
長等会議を開催した。
　初日は、佐藤会長の挨拶の後、各省庁の来賓が挨拶
を兼ねて行政課題等について説明を行った。内容は次
のとおり

　この中で、特に質問が多かったのは、『設備士の名義
貸し』の問題で有り、複数の県から『メーカー名で数
百件単位の申請が出ているが、設備士の登録は 1社あ
たり 2～ 3名程度のため、現場での指揮・監督は不可
能。適正な施工を担保するためには、国で何らかの対
策が必要ではないか』という意見が出された。これに
対して国交省からは、『現場の実態を把握するために
は、皆さんからの情報提供が必要、是非、協力頂きた
い』との回答があった。
　続いて、（公財）日本環境整備教育センターの藤野氏
から浄化槽設備士・管理士の国家試験・講習会等につ
いて報告が有り、最後に全浄連の昇氏が事業の進捗状
況等について説明し、 1日目の会議を終えた。
　その後17：00から、懇親会場に席を移し、参加者ら
は、和やかな雰囲気の中にも各県が抱える課題や浄化
槽業界の将来について、真剣に議論している場面が見
られ、大変有意義な懇親会となった。
　 2日目は、まず始めに和歌山県浄化そう協会の川本
専務理事が『公的施設単独処理浄化槽集中転換事業（和
歌山県の事例）』について発表、浄化槽の過去の歴史
をひもときながら、浄化槽の持つ課題やその解決に向
けた提案など、幅広く解説し、その知識と経験に裏打
ちされた分かりやすい説明に、参加者は感心しきりで
あった。つづいて、東亜ディーケーケーから、『蛍光式
DO計』について説明があり、JISに新たに盛り込まれ

た光学式は、これまでの隔膜電極に比べ日頃のメンテ
ナンスが格段に容易になることから、コストの問題は
あるものの、今後、この方式が業界の主流となってい
くことが想定される。最後に全浄連から、出版物を見
直した結果、廃刊となるものが多数あるなど、これま
で見過ごされていたものを順次、改革・改善している
旨報告が有り、散会となった。

　県環境技術センターは、2月22日㈬午後 4時から、セ
ンター会議室で、浄化槽設備士特別認定講習会を開催
した。
　この《特別認定設備士制度》は、現在業界で横行し
ている【設備士の名義貸し】や【なりすまし】を防止
し、適正な施工を確保することを目的として平成26年
度からスタートしており、市町村担当者が、実績報告
書や現場等で設備士本人であることの確認ができるよ
う、受講後に『特別認定設備士証』を発行している。
　今回は、徳島県浄化槽施工マニュアルの施行等によ
り、この制度が浸透しつつあることから、会員事業所
から追加開催の要望があり、実施することとなった。
　当日は、申込のあった 7事業所から11名が出席、約
2時間の講習を受講した。講習内容は以下の通り
　⑴　顔写真入り設備士特別認定制度について
　⑵　 7条検査における施工上の注意点について
　⑶　浄化槽の変遷・人員算定等について
　講習では、講師を務めた宮内室長から、『設備士特
別認定証は、【名義貸し】等の抑止に繋がり、資格者に
よる適正な施工を確保するためには、必要な制度なの
で、是非活用していただきたい』と協力の依頼があっ
た。なお、今回の受講者は、 3月末までに特別認定証
が発行され、 4月以降、市町村に提出する補助金実績
報告書に証明書の写しを添付するとともに、現場でも
携帯用の身分証明書の提示を徹底していく予定となっ
ている。
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①環境省廃棄物対策課浄化槽推進室
　　　室　　長　吉川　圭子氏
　《浄化槽行政の最近の動向》について
②環境省水・大気環境局水環境課排水基準係
　　　主　　査　甲斐　文祥氏
　《水環境保全への取り組み》について
③国土交通省土地・建設産業局建設業課
　　　課長補佐　佐々木昇平氏
　《近年の建設業法の見直しの方向性》について
④国土交通省下水道事業課事業マネジメント推進室
　　　課長補佐　安永　英治氏
　《都道府県構想の見直しと関係 3省の連携事例》について
⑤総務省自治財政局公営企業室
　　　課長補佐　渡辺　善敬氏
　《下水道事業における経営改革》について
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浄化槽設備士特別認定
講習会を開催
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　県環境技術センターは 2月 9日㈭午後 2時から、第
3回保守点検・清掃委員会をセンター事務所で開催し
た。
　当日は 7名の委員が出席し、岩本委員長の挨拶のあ
と、『料金の一括支払い』や『講習会のテーマ』など 4
つの議事について熱心に議論が交わされた。
①　「標準契約における保守点検・清掃の一括支払い」
について
　出席した委員からは、「保守点検業者が清掃も含めて
お金を集金するのはおかしい」「センターが一括で集金
して欲しい」などの意見が出され、契約の完全履行を
果たすため、「口座振替による維持管理料金の回収」を
推進することで意見が一致した。
②　「講習会の内容・講師等」について
　委員から「現場に即した講習は、保守点検業者で順
番を決めて講師をしたら良い」「みどり又はホームペー
ジで講師を募集してみては？」などの意見が出され、最
終的にテーマを公募する案でまとまった。
③　「法定検査を活用した適正な維持管理の推進」につ
いて

　委員から「合併槽の採水員も考えてほしい」など特
別認定管理士による採水検査の対象拡大等についての
意見があり、今後県とも協議が必要だが、前向きに検
討を進めることとなった。
　また、標準契約制度を開始した以前の浄化槽につい
ては、清掃を含めた一括契約が難しい地域もあるため、
保守点検に法定検査を含めた契約も地域の事情により
選択可能にすることを協議していく事とした。
④　「維持管理データの共有化」について
　委員からシステムの内容を29年度も継続して協議し
ていく事が提案され了承された。
　最後に、事務局から平成29年度から大型浄化槽の低
炭素化の推進を目的として、101人槽以上の既設合併
浄化槽にかかるCO2削減型の高度化設備の導入・改修
費について国から1／2補助が始まる事を紹介して閉会
となった。

～コウノトリの産卵！！～
　三寒四温も過ぎ、そろそろ春の気配を感じますね。
今年もコウノトリのうれしいニュースが飛び込んで
きました。
　先日、徳島県や鳴門市などでつくる「コウノトリ定
着推進連絡協議会」から、営巣する国の特別天然記念
物・コウノトリが、産卵したとみられると発表があり
ました。
　2015年ごろから鳴門市に飛来していたコウノトリ
のペアが、今年は 1月下旬から電柱に巣をつくり始め
ていたのですが、最近、巣に伏せる時間が長くなった
ため、協議会が調査を行ったそうです。結果、調査時
間の半分は巣に伏せていたうえ、卵をくちばしで転が
すような行動が見られたことから、兵庫県立コウノト
リの郷（さと）公園の専門家が産卵したと推定したよ
うです。
　実は、昨年も同じペアが産卵したのですが、その時
は、残念ながらカラスに襲われ繁殖に失敗しました。
今回ヒナが生まれれば、兵庫県豊岡市一帯以外で野外
繁殖する初のケースになるそうです。ぜひ孵化したか
わいらしいヒナの姿を、見てみたいものですね。
（＊ ’’ ▽ ’’）
　また、これを受け、コウノトリを親子で観察する催
しも、巣の周辺で行われました。
　協議会が撮影や観察の自粛を呼び掛けている半径
400 メートルエリアの外側から望遠鏡などを使った
観察ですが、電柱の上にあるコウノトリの巣では、オ
スがじっと卵を温めているかわいらしい様子が参加
者の間でも話題になっていたようです。
　一帯は冬場も水がある蓮田が多く、コウノトリが餌
を捕るには好条件だそうです。このような農業と自然
の関係をこれからも守り、さらに広げていってもらい
たいものですね。（＊^ 。^ ＊） 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

日程：平成29年４月10日～平成29年５月２日
地区：鳴門市・小松島市・三好市・松茂町・
　　　板野町・勝浦町・上勝町・東みよし町

○７条検査

日程：平成29年４月10日～平成29年５月２日
地区：鳴門市・小松島市・阿南市・藍住町・
　　　北島町・松茂町・板野町・上板町・
　　　石井町・那賀町・神山町・勝浦町・
　　　上勝町・佐那河内村

○那賀町検査（らくらくあんしん協議会）

日程：平成29年４月10日～平成29年５月２日
地区：那賀町全域

○神山町検査（神山町きれいな水づくり協議会）

日程：平成29年４月10日～平成29年５月２日
地区：神山町全域
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